
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金及び預金

現金 手許保管 運転資金として 12,773,800             

当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店 運転資金として 2,652,644,673         

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか 運転資金として 15,358,582,812       

定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店ほか 運転資金として 900,000,000           

未収交付金 高知市ほか 競輪に関する受取交付金収益 987,972,819           

山陽小野田市ほか 小型自動車競走に関する受取交付金収益 560,392,321           

未収金 日本テレビ放送網（株）ほか パブリシティ映像複製費戻入れ 5,586,383              

千葉県ほか オートレースオフィシャルＷＥＢサイト船橋廃場プログラム改修費用ほか 12,124,857             

職員等 仮払金精算残金等 641,986                 

（公社）全国競輪施行者協議会 開催告知ＣＭテレビスポット料 61,264,000             

名古屋競輪組合ほか 公益目的事業事業収益（競輪競技運営事業） 670,313,933           

北九州市ほか 公益目的事業事業収益（競輪開催事業） 327,017,409           

福岡労働局ほか 収益目的事業事業収益 10,056,510             

名古屋競輪組合ほか 管理目的事業事業収益 17,025,366             

ワイ・インターナショナル 収益目的事業雑収益 238,576                 

サイクルレーシングコーポレーション 「第4回日韓対抗競輪」開催に伴う日本人選手に係る障害保険料戻入 626,920                 

（株）宅建ファミリー共済 競輪学校住宅退去に伴う火災保険料戻入 6,880                    

㈱東海日動パートナーズ名古屋ほか 公益目的事業費戻入 43,460                   

(公社)全国競輪施行者協議会ほか 事業収益他未収金 426,377,264           

未収収益 りそな銀行東京公務部ほか 基本財産等の運用に係る見越し利息等 9,319,976              

九州電力ほか 経過利息 2,575,506              

みずほ銀行ほか 公益目的事業特定資産受取利息（競輪競技運営事業） 2,161,912              

みずほ銀行ほか 収益目的事業特定資産受取利息 775,266                 

みずほ銀行ほか 管理目的事業特定資産受取利息 5,106                    

前払金 小野自動車（株） 日本競輪学校業務用ダンプリサイクル預託金 7,420                    

役職員 公益目的事業に従事する役職員通勤手当及び開催交通費 32,763,730             

傭員 公益目的事業に従事する嘱託者の通勤手当 2,145,450              

ＮＤＫ総合サービス（株）ほか 公益目的事業使用している事務所の賃借料・保険料ほか 5,865,290              

㈱エフ・ジェー・コミュニティほか 公益目的事業に従事する役職員の借上住宅の賃借料・保険料ほか 2,917,740              

ｴﾑｴｽﾃ保険ｻｰﾋﾞｽ㈱ほか 公益目的事業の保険料、賃借料ほか 412,015                 

顧問弁護士 公益目的事業の弁護士顧問料（4月) 108,000                 

医師・看護士 公益目的事業の医務看護士費用（4月) 88,600                   

セコム株式会社 管理目的事業の保険料 30,996                   

エルガーラ管理組合ほか 収益目的事業の4月分共益費ほか 3,851,702              

職員 平成27年度上半期通勤交通費 656,870                 

富士通(株)ほか 前払保守料等 18,578,060             

英全ビルほか 前払賃料等 3,552,907              

新規採用職員 平成28年度新規採用職員研修費用 56,160                   

前払費用 （株）三菱地所プロパティマネジメントほか 事務所、借上社宅に係る４月分借室料 17,287,686             

寺山居住ほか 事務所、借上社宅に係る火災保険料 249,519                 

箱根山ヴィラ藤田グリーンサービス(株) 箱根寮に係る修繕 78,738                   

みずほ総合研究所（株） 新規採用職員研修に係る費用 168,480                 

職員等 平成28年度上期通勤手当 12,529,170             

（株）大塚商会 共有ファイルサーバ保守料 19,080                   

セコム(株) オートレース選手養成所の防犯管理システム料 112,968                 

(株)東京ビッグサイトほか 賃借料及び共益費4月分ほか 3,076,633              

一括償却資産（有明事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 622,144                 
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一括償却資産（パソコン等） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 3,682,834              

㈱エフ・ジェー・コミュニティほか 公益目的事業に従事する役職員の借上住宅の賃借料・保険料ほか 1,385,404              

ｴﾑｴｽﾃ保険ｻｰﾋﾞｽ㈱ほか 公益目的事業に係る保険料ほか 695,224                 

㈱バリー工業ほか 公益目的事業で使用している什器備品のリース料ほか 637,792                 

ＮＤＫ総合サービス（株）ほか 公益目的事業使用している事務所火災保険料 100,497                 

エルガーラ管理組合ほか 収益事業資産の保険料 1,219,586              

有価証券 三井住友銀行譲渡性預金ほか 運用益を法人管理業務等の財源として使用 1,200,000,000         

第161号利付商工債 運用益を法人管理業務の財源として使用 200,000,000           

三菱東京ＵＦＪ銀行 運用益を法人管理業務の財源として使用 101,234,581           

九州電力 運用益を法人管理業務の財源として使用 200,566,869           

仮払金 職員 清算未了分 42,800                   

共同通信社杯競輪運営協議会 特別競輪運営協議会分担金（H28年度) 500,000                 

役職員ほか 旅費交通費ほか（H28年度) 1,133,646              

立替金 職員等 雇用保険料 266,310                 

医師ほか 公益目的事業の医師費用等 729,640                 

職員ほか 借上住宅の職員負担分 68,920                   

開催執務旅費 221,670                 

貯蔵品 切手・印紙・商品券等未使用分 公益目的事業で使用 1,588,589              

クオカード・はがき 公益目的事業で使用 418,844                 

印紙・切手 公益目的事業および法人管理業務で使用 80,282                   

貸倒引当金 （Ｎ）グリーンアライアンス 平成24年度補助事業の補助金返還 △3,193,757           

23,835,086,824       

（固定資産）

基本財産

現金及び預金

普通預金 みずほ銀行銀座支店 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 900,816,000           

りそな銀行東京営業部 100,000,000           

三菱東京ＵＦＪ銀行品川駅前支店 800,000,000           

定期預金 りそな銀行東京公務部
公益目的保有財産であり、運用益を競輪振興法人として行う競輪に関する
公益目的事業の財源として使用している。

102,500,000           

みずほ銀行銀座支店 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 1,600,000,000         

りそな銀行東京営業部 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 500,000,000           

三菱東京ＵＦＪ銀行品川駅前支店 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 600,000,000           

投資有価証券 第321回利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 321,612,000           

特定資産

補助事業費引当資産

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか
特定費用準備資金であり、競輪収益及び小型自動車競走収益による機械
工業振興及び公益事業振興（補助事業）の実施に備えている。

6,176,931,974         

支払還付金引当資産

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか
特定費用準備資金であり、競輪運営支援業務及び小型自動車競走運営支
援業務（事業の収支が赤字であった施行者に対する交付金の還付）に備え
ている。

543,158,255           

退職給付引当資産

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか 役職員に対する退職給付に備えている。 1,261,856,394         

定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店ほか 役職員に対する退職給付に備えている。 2,140,000,000         

大和ネクスト 役職員に対する退職給付に備えている。 200,000,000           

有価証券 第110回利付国債ほか 役職員に対する退職給付に備えている。 1,293,608,775         

第48号利付商工債 役職員に対する退職給付に備えている。 100,000,000           

減価償却引当資産

定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店
公益目的保有財産であり、固定資産の取得に備えている。（運用益を公益
目的事業の財源として使用）

1,100,000,000         

普通預金 三井住友銀行横浜中央支店
公益目的保有財産であり、固定資産の取得に備えている。（運用益を公益
目的事業の財源として使用）

79,461,662             

定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店ほか
収益事業の財産であり、固定資産の取得に備えている。（運用益を管理費及
び収益事業の財源として使用）

1,910,000,000         

普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店
収益事業の財産であり、固定資産の取得に備えている。（運用益を管理費及
び収益事業の財源として使用）

52,069,922             

定期預金 百十四銀行東京支店
管理目的事業財産であり、固定資産の取得に備えている。（運用益を管理
費及び収益事業の財源として使用）

34,203,793             

普通預金 三井住友銀行横浜中央支店
管理目的事業財産であり、固定資産の取得に備えている。（運用益を管理
費及び収益事業の財源として使用）

2,544,165              

助成金引当資産

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか
特定費用準備資金であり、競輪運営支援業務（競輪選手の大量退職に伴う
資金繰り支援）に備えている。

1,074,787,000         

流動資産合計



競輪関係業務運営基金

普通預金 りそな銀行東京公務部 競輪関係業務の円滑な運営を図るための財源として使用している。 6,515,256,560         

有価証券 第474回中部電力（株）社債ほか 競輪関係業務の円滑な運営を図るための財源として使用している。 3,809,620,669         

小型自動車競走関係業務運営基金

普通預金 りそな銀行東京公務部
小型自動車競走関係業務の円滑な運営を図るための財源として使用してい
る。

1,388,516,735         

定期預金 大和ネクスト
小型自動車競走関係業務の円滑な運営を図るための財源として使用してい
る。

300,000,000           

有価証券 第48号利付商工債
小型自動車競走関係業務の円滑な運営を図るための財源として使用してい
る。

300,000,000           

競技実施事務特定費用準備資産

定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店ほか
公益目的保有財産であり、競技実施事務の将来の収支の変動に備えてい
る。

1,610,613,000         

システム更新積立資産

普通預金 みずほ銀行銀座支店
特定費用準備資金であり、競輪情報システム更新伴い発生する一次費用の
支払に備えている。

186,262,604           

固定資産取得引当資産

りそな銀行東京公務部ほか 資産取得資金であり、将来の固定資産の取得に備えている。 970,000,000           

特定事業費引当資産

りそな銀行東京公務部 特定費用準備資金であり、将来の特定の事業活動に備えている。 200,000,000           

その他固定資産

建物及び付属設備 校舎棟ほか（日本競輪学校）
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成等）で使用して
いる。

753,496,056           

整備工場・宿舎ほか（オートレース選手養
成所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営支援業務（選手の養成等）
で使用している。

210,445,955           

市ヶ谷事業所入居工事 市ヶ谷事業所への入居に伴う造作工事一式 58,955,070             

有明事業所入居工事 有明事業所への入居に伴う造作工事一式 3,403,068              

調布寮 社宅及び書類保管倉庫 3                          

箱根寮 保養所 4,501,669              

江戸川区職員住宅 社宅 2,737,920              

地区本部事務所ほか 公益目的保有財産である公益目的事業の施設として使用 502,351,053           

エルガーラ建物ほか 収益事業の施設として使用 967,716,436           

近畿支部旧東支部事務所 管理目的事業の財産として管理 11,680,692             

構築物 競走路ほか（日本競輪学校）
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成等）で使用して
いる。

184,350,638           

競走路ほか（選手養成所）
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成等）で使用して
いる。

32,791,778             

調布駐車場舗装 収益事業で使用 1                          

青山土地フェンス 収益事業で使用 330,196                 

調布寮 社宅敷地内の散水設備等 3                          

地区本部事務所ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の工作物として使用 1,157,190              

岐阜薮田駐車場ほか 収益事業の工作物として使用 818,397                 

間仕切り等　千代田区六番町ほか 公益目的保有財産であり、公益目的事業、法人の管理運営に供している 5,387,654              

機械及び装置 発走機ほか
公益目的保有財産であり、公益目的事業、法人の管理運営に供している公
益目的事業の器具として使用

169,189,698           

パソコン等　千代田区六番町ほか 共有財産であり、公益目的事業、法人の管理運営に供している 6                          

発送合図機ほか（オートレース選手養成
所）

公益目的保有財産であり、オートレース運営支援業務（オートレース選手養
成所）で使用している

2,867,361              

電動スターター（有明事務所）
公益目的保有財産であり、オートレース運営支援業務（広報宣伝等）で使用
している。

251,158                 

車両運搬具 業務用車両、自転車（日本競輪学校）
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成等）で使用して
いる。

5,616,418              

イベント用自動二輪スクーター 公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（広報業務）で使用している。 107,539                 

オートレースミニ競走車ほか（有明事業所）
公益目的保有財産であり、オートレース運営支援業務（広報宣伝等）で使用
している。

1,009,117              

オートレースミニ競走車（川口オートレース
場）

公益目的保有財産であり、オートレース運営支援業務（広報宣伝等）で使用
している。

38,452                   

オートレースミニ競走車（山陽オートレース
場）

公益目的保有財産であり、オートレース運営支援業務（広報宣伝等）で使用
している。

38,452                   

救護用電動カートほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の運搬具として使用 13,573,995             

什器備品 補助事業管理サーバほか（市ヶ谷事業所）
公益目的保有財産であり、競輪収益による機械工業振興及び競輪収益によ
る公益事業振興で使用している。

2                          

競走画像編集機器ほか（市ヶ谷事業所）
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（競輪の実施方法の制定、広
報業務）で使用している。

1,042,668              



電話交換機ほか（日本競輪学校）
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成等）で使用して
いる。

12,213,876             

ファクシミリほか（有明事業所）
公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営支援業務（広報業務等）で
使用している。

210,393                 

電話設備ほか（オートレース選手養成所）
公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営支援業務（選手の養成等）
で使用している。

397,457                 

出走表回収箱（飯塚オートレース場）
公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営支援業務（広報業務等）で
使用している。

1                          

電話交換機ほか（市ヶ谷事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 18,552,143             

机・ロッカー・電話設備ほか（有明事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 2,937,197              

ファクシミリ（オートレース選手養成所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 157,044                 

給湯暖房機ほか（箱根寮） 法人管理業務で使用 2                          

パソコンほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の備品として使用 25,549,986             

電力計ほか 収益事業の備品として使用 274,788                 

マシン室電源、サーバー等 共有財産であり公益目的事業、法人の管理運営に供している 10,177,310             

リース資産 発走機ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の機器として使用 5,424,784              

事業用リース資産　千代田区六番町ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している 787,937,085           

土地 日本競輪学校
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成等）で使用して
いる。

158,670,000           

調布駐車場ほか 収益事業で使用 279,360,000           

青山土地 収益事業で使用 1,100,000,000         

修善寺土地 収益事業で使用 1,131,330,000         

調布寮 法人管理業務で使用 2,630,640,000         

箱根寮 法人管理業務で使用 3,930,000              

江戸川区職員住宅 法人管理業務で使用 15,140,000             

伊東市土地 遊休財産 3,398,000              

南関東地区本部事務所ビル敷地ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の土地として使用 189,380,121           

南関東地区本部事務所ビル敷地ほか 収益事業の土地として使用 372,958,229           

旧近畿支部東支部事務所敷地ほか 管理目的財産として管理 2,682,982              

旧福井事務所敷地ほか 遊休財産 12,932,760             

ソフトウェア
補助事業インターネット申請システムほか
（市ヶ谷事業所）

公益目的保有財産であり、競輪収益による機械工業振興及び公益事業振
興で使用している。

12,537,433             

競輪売上分析機能プログラムほか（市ヶ谷
事業所）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（調査研究業務）で使用して
いる。

1,123,575              

あっせん支援運用支援プログラム（市ヶ谷
事務所）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（競輪選手あっせん業務）で
使用している。

631,800                 

ガールズケイリン登録審査制度支援システ
ム（市ヶ谷事務所）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の登録）で使用してい
る。

6,916,000              

入学試験システムほか（日本競輪学校）
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成）で使用してい
る。

865,550                 

補助事業インターネット申請システムほか
（市ヶ谷事業所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走収益による機械工業振興及び
公益事業振興で使用している。

860,651                 

補助事業インターネット申請システムほか
（市ヶ谷事業所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走収益による機械工業振興で使
用している。

327,096                 

就業システム（市ヶ谷事業所） 法人管理業務で使用 193,200                 

経理システムプログラム（有明事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 157,850                 

開催編成作成ソフトほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の事務用として使用 4,185,023              

事業用、管理用ソフトウェア　千代田区六
番町ほか

共用財産であり、公益目的事業、法人の管理運営に供している 934,069,547           

ソフトウェア仮勘定 事業用ソフトウェア　千代田区六番町ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している 3,446,356,400         

電話加入権 市ヶ谷事務所、日本競輪学校ほか 法人管理業務で使用 220,000                 

045-664-2151ほか109回線 公益目的保有財産であり公益目的事業で管理 5,926,434              

長期性預金 大和ネクスト銀行定期預金 運用益を法人管理業務の財源として使用している。 100,000,000           

投資有価証券 い号第763回利付農林債ほか 運用益を法人管理業務の財源として使用している。 1,580,830,079         

長期前払費用
業務用パソコン（市ヶ谷事業所の一括償却
資産）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（経営戦略業務）で使用して
いる。

44,784                   

業務用パソコンほか（市ヶ谷事業所の一括
償却資産）

法人管理業務で使用 635,548                 

レッグカールマシンほか（日本競輪学校の
一括償却資産）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成）で使用してい
る。

233,365                 

事務所、借上社宅に係る火災保険料
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成、選手の登録）
で使用している。

163,276                 

一括償却資産（有明事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 247,421                 

(株)サークランドほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の借上住宅保険料及び備品賃借料 1,630,026              

エルガーラ管理組合 収益事業の火災保険料 2,141,030              



長期未収金 小松島市ほか 経済産業大臣の同意を得て施行者が延納している交付金 1,427,882,870         

競輪学校貸付金 日本競輪学校生徒ほか 公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成）で使用している。 92,326,000             

役職員貸付金 職員 遊休財産であり、職員に対する社内貸付制度の残高 42,881,266             

敷金 事務所、借上社宅に係る敷金
公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成、選手の登録）
で使用している。

3,904,000              

市ヶ谷事業所に係る敷金 法人管理業務で使用 200,593,000           

有明事業所に係る敷金 法人管理業務で使用 17,453,064             

箱根寮に係る敷金 法人管理業務で使用 1,500,000              

ＮＤＫ総合サービス(株)ほか
公益目的保有財産であり公益目的事業で使用する事務所及び借上住宅の
敷金

52,634,560             

保証金 セコム（株） オートレース選手養成所防犯管理システム保証金 100,000                 

北九州市ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業の委託契約に伴う保証金等 319,182,115           

54,130,685,274       

77,965,772,098       

（流動負債）

交付決定済補助金未払額 （一社）機械振興協会ほか 機械工業振興補助事業費 558,323,747           

（公財）日本自転車競技連盟ほか 公益事業振興補助事業費 1,190,160,227         

未払金 （株）電通ほか 広報事業費（テレビスポット料）等 773,070,738           

日本写真判定(株)ほか 公益目的事業の事業費（競輪競技運営事業） 187,477,070           

株式会社大塚商会 公益目的事業の資産購入費用（競輪競技運営事業） 5,766,012              

トータリゼータエンジニアリングほか 公益目的事業の事業費（競輪開催事業） 253,392,129           

公益社団法人名古屋シルバー人材セン
ターほか

公益目的事業の事業費（自転車競技ｽﾎﾟｰﾂの普及及び振興に関する事業） 217,163                 

(株)エレテックコーポレーションほか 収益事業の事業費 6,480                    

職員 管理目的事業の事業費 200,718                 

富士通(株)ほか 公益目的事業、法人の管理運営に関する未払分 1,512,653,033         

未払費用 千代田年金事務所ほか 3月分社会保険料 52,079,997             

東京電力(株) 光熱水費 602,978                 

(株)帝国データバンクほか ＣＯＳＭＯＳＮＥＴ使用料３月分ほか 3,446,488              

未払消費税等 麹町税務署 公益目的事業の消費税 123,241,942           

収益事業の消費税 4,430,847              

管理目的事業の消費税 72,959,611             

未払法人税等 麹町税務署 収益事業の法人税等 1,140,000              

１年以内支払長期未払金 富士通リース(株)ほか 返済期限が１年以内となった長期未払金 1,216,442,181         

前受金 有限責任監査法人トーマツほか 収益事業の家賃収入（４月分） 13,996,055             

有限責任監査法人トーマツほか 収益事業の共益費収入（４月分） 2,155,400              

（株）八神製作所 収益事業の駐車場収入（４月分） 911,400                 

（公社）全国競輪施行者協議会ほか 公益目的事業に関する受取分担金の前受分 236,115,096           

預り金 中央判定医師ほか 報酬等に係る源泉所得税 17,192,524             

役職員 住民税等 26,028,100             

役職員 社会保険料 1,598,266              

ガールズケイリン実施施行者 ガールズケイリン分担金 641,917                 

第107・108回生徒 貸費送金事務手数料 7,236                    

全国競輪選手共済会 預託金 8,272,986              

日本競輪選手会 会費 45,718,330             

全国競輪選手共済会 返済金 9,840,992              

麹町税務署ほか 公益目的事業、法人の管理運営に関する預り金 5,480,227              

前受収益 （株）オッズパークほか ガールズケイリンオフィシャルスポンサー協賛金 2,915,000              

ＫＤＤＩ（株） 土地賃貸料 15,000                   

短期借入金 三菱東京ＵＦＪ銀行品川駅前支店 公益目的事業、法人の管理運営に関する運転資金 470,000,000           

賞与引当金 役職員 6月期賞与の当期帰属分 504,702,734           

リース債務 発走機2台ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 1,805,744              

情報提供系機器ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 410,831,412           

7,713,839,780         

固定資産合計

資産合計

流動負債合計



（固定負債）

長期未払金 富士通リース(株)ほか 公益目的事業に供するソフトウェア等取得するための支払委託契約の未払分 1,377,644,842         

退職給付引当金 職員等に対するもの 職員等に対する退職給付の支払に備える 4,949,300,509         

役員退職慰労引当金 役員に対するもの 役員に対する退職給付の支払に備える 46,164,660             

長期前受金 （公社）全国競輪施行者協議会 公益目的事業に関する受取分担金の前受分 572,261,594           

長期リース債務 発走機2台ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 3,337,790              

情報提供系機器ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 394,577,314           

受入保証金 西日本高速道路(株)ほか 収益事業財産賃貸契約に伴う受入保証金 158,079,592           

7,501,366,301         

15,215,206,081       

62,750,566,017       

固定負債合計

負債合計

正味財産


